
企業研修のご案内
企業の人事・研修ご担当の方へ
人材育成は企業にとって重要な課題です。
大原人材開発センターはその課題に対して適切な方法・手段を提供し、企業のますますの発展をお手伝いさせていただきます。大原グループ
のこれまでの経験と実績を活かした4つの研修方式で、その企業にとって最適な研修を提案し、ビジネスマンの能力開発をバックアップいた
します。
資格試験対策のみならず、ＩＴ基礎知識の習得を目的とした「育成型研修（新人研修）」、社員の皆様の現状のレベルを引き上げ、より専門的知
識の向上を目的とした「能力向上型研修（中堅社員研修）」など、様々な目的に沿った研修をご相談に応じてご用意いたします。

４つの研修方式

特典・サービス

集合研修（講師派遣）
大原の実力講師がそれぞれの企業
に赴き、講義を行うスタイルです。講
師が目の前にいるので疑問はその
場で解決、また参加者全員が同じ
知識を共有することが可能です。

Web通信
インターネット配信の講義映像を視
聴して学習するスタイルです。遠方
に住む内定者や、地方の社員の方
でも交通費をかけることなく学習が
可能です。

スクーリング

法人価格・法人割引があります！

大原グループ各校の通学講座を
企業単位で受講するスタイルです。
おひとり様からの受講が可能です
ので少人数での研修に最適です。

大原グループの通学・通信講座を法人としてご利用の場合は、
法人向け特別価格の設定や割引の特典がございます。詳しく
は大原人材開発センターへお問い合わせください。

資料通信
大原の講義ノウハウを集結した教
材を中心に学習するスタイルです。
自分のペースで進めることが可能で
すので忙しい方でも効率的に学習
が可能です。

大原をご利用いただく法人のお客様には、さまざまな特典やサービスをご用意しています。ぜひ、大原人材開発センターまでご相談ください。

特典

1
カスタマイズした教育をご提供
貴社の教育の目的・予算・学習期間や時間などのご要望や条件に応じて、さまざまな
教育内容や方法についてご相談を承ります。
●資格の内容や学習期間について
●集合研修と通信教育、どちらを導入するのが効率的か？
●仕事をレベルアップさせるには、どんな勉強（または資格）が適切か？

特典

2

各研修方式を組み合わせることも可能です

ご予算や研修目的に応じて、オリジナル研修やカスタマイズした教育のご相談も承ります。

まずは大原人材開発センターまでお気軽にお問い合わせください。

●どのコースも、ご要望により提供教材のカスタマイズが可能です。
●カスタマイズにより受講料も異なりますので、お見積りさせていただきます。

■カスタマイズ例（基本情報内定者向け研修の場合）

掲載内容の有効期限：2021年3月31日
掲載内容は改良のため事前の予告なしに変更する場合があります（試験制度の変更を含みます）。

本パンフレット掲載の受講料等における消費税は税率10％で計算されています。（2020年3月23日現在）
（今後の消費税率の変更等を理由に受講料等を改定する場合があります）

集合研修 スタート
ガイダンス

内定式

修了試験対策

11月中旬

アルゴリズム対策

1月中旬

午後試験対策

2月下旬

試験直前対策

４月上旬

研修のお申込み・
お問い合わせは

こちら

大原人材開発センター 

☎03-3234-6220
（月曜日～金曜日 9：00～18：00）

http://www.o-hara-hd.jp/
検索大原 企業研修

Web通信

資料通信
午後試験対策午前試験免除対策

修了試験10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月修了試験 本試験

    〇 基本的な学習は自宅でできるWeb通信・資料通信で。遠方に住む内定者がいてもコストをかけずに一律の学習が可能です。 
    〇 学習の要所で集合研修を行い学習のポイントを全員で共有。集合研修を挟むことで気持ちの引き締め・モチベーションの向上にも。



Officeソフト 関連 には講義映像がついています。

集合研修 新入社員PC研修 （Word/Excel®/PowerPoint®）
代表的なOfficeソフト（Word/Excel/PowerPoint）について、基本的な
操作スキルを身につけるための基礎講座です。

●法人価格：ご要望に応じてお見積りいたします
●学習期間：1～2日間

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕
　実施内容により異なります

●コースの特徴

Web通信 8時間でマスター Excel関数
IF関数を使った複数条件の設定や、VLOOKUP関数を使った検索といっ
た代表的な関数をはじめ、文字列の加工、日付の処理、入力規則や条件付
書式と関数の組合せ方法などを学習します。

●法人価格：￥8,710
●学習期間：2ヶ月
●添削回数：1回

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕※1
　②実力判定テスト〔１回〕

●コースの特徴

集合研修 初心者のための Excelスキルアップ講座（初級）
講義内容例：表計算の基本操作/セルの書式設定/数式と関数/グラフの
作成/代表的な関数

●法人価格：ご要望に応じてお見積りいたします
●学習期間：3時間（目安）

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕●コースの特徴

集合研修 Excel利用者がさらに効率よく業務をこなすための Excelスキルアップ講座（中・上級）
講義内容例：入力規則の設定/ユーザー定義の表示形式/VLOOKUP関
数/データベース機能/ピボットテーブル

●法人価格：ご要望に応じてお見積りいたします
●学習期間：3時間（目安）

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕
　実施内容により異なります

●コースの特徴

集合研修 PowerPoint利用者がさらに効率よく業務をこなすための PowerPointスキルアップ講座（中・上級）
講義内容例：アウトライン機能/他のプレゼンテーションからスライドごと
コピーする/テーマの設定/スライドマスター/図形・SmartArt・表・グラフ/
魅せるアニメーション効果/リハーサル機能/配付資料

●法人価格：ご要望に応じてお見積りいたします
●学習期間：3時間（目安）

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕
　実施内容により異なります

●コースの特徴

Web通信 Office2016基礎講座「Word」「Excel」「PowerPoint」3科目セット
作成する機会の多い文書の作成方法、集計表やグラフの作成方法、プレゼ
ンテーションに必要なテクニック、などをひととおりマスターできます。

●法人価格：￥18,290
●学習期間：3ヶ月
●添削回数：1回

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕※1
　②実力判定テスト〔１回〕

●コースの特徴

Web通信 8時間でマスター Word2019入門
初学者の方を対象に、画面操作、ページ設定、文字の入力と書式設定、表
の作成と編集、さまざまなグラフィックスの追加、印刷などを身につけるこ
とができます。

●法人価格：￥11,620
●学習期間：2ヶ月
●添削回数：1回

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕※1
　②実力判定テスト〔１回〕

●コースの特徴

Web通信 8時間でマスター Excel2019入門
初学者の方を対象に、画面操作、データの入力、数式や関数の作成、表の
体裁調整、グラフの作成、簡単なデータベースの活用、印刷などを身につ
けることができます。

●法人価格：￥11,620
●学習期間：2ヶ月
●添削回数：1回

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕※1
　②実力判定テスト〔１回〕

●コースの特徴

Web通信 8時間でマスター PowerPoint2019入門
初学者の方を対象に、基本的なスライド作成、デザイン、レイアウトの変
更、図形の挿入、表やイラスト、写真の利用、アニメーションの設定、印刷な
どを身につけることができます。

●法人価格：￥11,620
●学習期間：2ヶ月
●添削回数：1回

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕※1
　②実力判定テスト〔１回〕

●コースの特徴

Web通信 仕事に役立つ“MOS”Word2016対策 【DVD模擬テストつき】
MOS Word試験の合格を目指す講座です。模擬テストがついているので
合格レベルまでの総仕上げを行ってから本試験に挑戦できます。

●法人価格：￥18,390
●学習期間：3ヶ月
●添削回数：1回

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕※1
　②実力判定テスト〔１回〕

●コースの特徴

Web通信 仕事に役立つ“MOS”Excel2016対策 【DVD模擬テストつき】
MOS Excel試験の合格を目指す講座です。模擬テストがついているので
合格レベルまでの総仕上げを行ってから本試験に挑戦できます。

●法人価格：￥18,390
●学習期間：3ヶ月
●添削回数：1回

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕※1
　②実力判定テスト〔１回〕

●コースの特徴

Web通信

MOS PowerPoint試験の合格を目指す講座です。模擬テストがついてい
るので合格レベルまでの総仕上げを行ってから本試験に挑戦できます。

●法人価格：￥18,390
●学習期間：3ヶ月
●添削回数：1回

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕※1
　②実力判定テスト〔１回〕

●コースの特徴

Web通信

P1

P2
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P11

P12

P13

P14 仕事に役立つ“MOS”PowerPoint2016対策 【DVD模擬テストつき】

オススメ

オススメ

※1 教材は日経BP社の書籍を使用します。

Excel、PowerPointは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Web通信 8時間でマスター Excel2019応用
すでにExcelを利用されている方や、Excel入門を学習した方に最適で
す。ピボットテーブルやVLOOKUP関数など実務に役立つスキルを身に
つけることができます。

●法人価格：￥11,620
●学習期間：2ヶ月
●添削回数：1回

●主な教材：

　①テキスト〔１冊〕※1
　②実力判定テスト〔１回〕

●コースの特徴

P10



情報処理技術者 関連
Web通信
または

スクーリング

全範囲に丁寧な講義映像つき！
基本情報技術者 午前試験免除対策つき 総合本コース

「午前試験免除制度」を活用することができる講座です。午前試験対策、午後試験
対策ともに、全ての出題範囲について講義映像がついており、初学者の方でも安
心して学習いただけるコースです。

●法人価格：￥90,900※2
●学習期間：8ヶ月※1

●添削回数：5回

●主な教材：
　①テキスト〔３冊〕 ②問題集〔３冊〕
　③ミニテスト〔３冊〕 ④直前模試〔２回〕
　⑤公開模試〔１回〕 ⑥答案練習〔１冊〕
　⑦過去問題集〔４冊〕
　⑧プログラム言語教材〔２冊〕
　⑨質問用紙

●コースの特徴

※1 対策年度により受講開始時期が異なります。詳細はお問い合わせください。
※2 掲載価格等はWeb通信のものです。集合研修につきましては別途お見積もりいたしますのでお問い合わせください。

■基本情報技術者 午前試験免除制度の修了試験会場一覧
Web通信生の修了試験受験会場は、次の大原各校からお選びいただけます。

札幌校・函館校・盛岡校・東京水道橋校・池袋校・町田校・立川校・横浜校・津田沼校・柏校・水戸校・大宮校・宇都宮校・高崎校・甲府校・長野校・
松本校・静岡校・名古屋校・金沢校・福井校・難波校・神戸校・京都校・和歌山校・姫路校・福岡校・小倉校・大分校・熊本校

J1

短期合格を目指す！ＩＴパスポート試験対策【Web模試つき】
合格するための内容が凝縮されています。講義で板書する内容をまとめた副教材
「板書まとめノート」が付いていますので、理解が深まります。Web上で実施する
模擬試験も３回分ございます。

●法人価格：￥14,250
●学習期間：4ヶ月
●添削回数：4回

●主な教材：
　①テキスト〔１冊〕 ②問題集〔１冊〕
　③ミニテスト〔１冊〕
　④板書まとめノート〔１冊〕
　⑤パワーアップ模試
　⑥実力判定テスト〔４回〕

●コースの特徴

Web通信J3

資料通信 資料通信で合格を目指す！基本情報技術者 午前試験+午後試験対策
働きながら忙しい方でも、基本情報技術者試験に合格できるよう、必要な知識を
効率良く学習できます。また、必須問題のアルゴリズム対策として、「トレーニング
問題集」も付いています。

●法人価格：￥43,550
●学習期間：4ヶ月※1

●添削回数：5回

●主な教材：
　①テキスト〔３冊〕  ②問題集〔３冊〕
　③ミニテスト〔2冊〕  ④公開模試〔１回〕
　⑤答案練習〔１冊〕
　⑥プログラム言語教材〔２冊〕　⑦質問用紙●コースの特徴

J5

Web通信 IT初学者のための情報セキュリティマネジメント試験対策
教材は「説明→例題確認→問題演習」と、初学者でも段階的に無理なく学習でき
るように構成しています。また、映像学習専用に専任講師が収録した講義映像が
付いています。

●法人価格：￥23,180
●学習期間：4ヶ月※1

●添削回数：4回

●主な教材：
　①テキスト＆問題集〔2冊〕
　②過去問題集〔1冊〕
　③板書まとめノート〔2冊〕
　④実力判定テスト〔4回〕
　⑤模擬試験〔1回〕

●コースの特徴

J4

カスタマイズもできます

●修了試験の受験会場は、全国にある資格の大原各校から最寄の校舎をご選択いただけます　●第1回の修了試験で午前試験免除の認定が得られた場合、第2回修了試験の受験は不要です
●受講者の皆様からの学習相談やご質問には、お電話かメールでご対応いたします　●ご要望に応じて、研修担当者様には各受講者の学習状況を情報提供いたします

内定者研修として人気の実施例です。　　　　　　と　　　　　 の組合せにより教育効果を最大限に発揮します。Web通信 集合研修

集合研修 スタート
ガイダンス

内定式

修了試験対策

11月中旬

アルゴリズム対策

1月中旬

午後試験対策

2月下旬

試験直前対策

4月上旬

Web通信 午前試験免除対策つき　総合本コース
（情報処理技術者 関連　　）J1

第1回
修了試験

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

第2回
修了試験 本試験

大人気

Web通信
学習経験者のための
基本情報技術者 午前試験免除対策コース

「午前試験免除制度」を活用することができる講座です。紙媒体の教材による学習
を中心としています（Webテスト・問題解説動画つき）。メールや電話で質問できる
ので安心です。※午後試験対策は含まれません。

●法人価格：￥27,500
●学習期間：4ヶ月※1

●添削回数：3回

●主な教材：
　①テキスト〔１冊〕
　②ドリル〔１冊〕
　③実力判定テスト〔３回〕
　④過去問題集（午前）〔１冊〕

●コースの特徴

J2

大人気

には講義映像がついています。Web通信

Web通信

●コースの特徴

J6 全範囲に丁寧な講義映像つき！
基本情報復習付き応用情報技術者 総合本コース

基本情報技術者試験の午前試験の復習から始め、応用情報技術者試験にのみ出
題される内容の確認、問題演習へとステップアップしていきます。

●法人価格：￥69,630※2
●学習期間：6ヶ月※1

●添削回数：4回

●主な教材：
　①テキスト〔２冊〕  ②問題集〔２冊〕
　③テキスト＆ドリル〔３冊〕
　④ミニテスト〔2冊〕
　⑤直前模試〔２回〕 　
　⑥公開模試〔１回〕



　Web通信または集合研修 初学者のための Javaプログラミング
Java言語の基礎からGUI、データベース接続といった応用知識まで身につけ
ることができる実践的なコースです。初めての方にも無理なく学習できるカ
リキュラムを組んでいます。

●法人価格：￥62,900※2
●学習期間：2ヶ月
●添削回数：4回

●主な教材：
　①テキスト〔１冊〕
　②問題集〔１冊〕
　③演習問題〔１冊〕
　④実力判定テスト〔4回〕●コースの特徴

J17

※1 対策年度により受講開始時期が異なります。詳細はお問い合わせください。
※2 掲載価格等はWeb通信のものです。集合研修につきましては別途お見積もりいたしますのでお問い合わせください。

Web通信 丁寧な講義映像つき！ 応用情報技術者 総合本コース
基本情報技術者試験に合格レベルの方で、応用情報技術者試験の合格をめざす
方にとって、無理なく学習できる内容です。

●法人価格：￥45,410
●学習期間：6ヶ月※1

●添削回数：3回

●主な教材：
　①テキスト〔１冊〕 　 ②問題集〔１冊〕
　③テキスト＆ドリル〔３冊〕 
　④ミニテスト〔２冊〕
　⑤直前模試〔２回〕  ⑥公開模試〔１回〕●コースの特徴

J8

　Web通信または集合研修 初学者のための C言語プログラミング
C言語の基礎から実際の業務で使用する自作関数の作成まで身につけること
ができる実践的なコースです。初めての方にも無理なく学習できるカリキュ
ラムを組んでいます。

●法人価格：￥62,900※2
●学習期間：2ヶ月
●添削回数：3回

●主な教材：
　①テキスト〔１冊〕
　②問題集〔１冊〕
　③演習問題〔１冊〕
　④実力判定テスト〔３回〕●コースの特徴

J16

ＩＴの基礎を学習する ネットワーク＆セキュリティ応用講座
情報化社会で必要な「ネットワーク」や「セキュリティ」に関する基礎知識を学
習します。また、「情報ネットワーク・セキュリティ検定試験」の対策教本として
も活用できます。

●法人価格：￥27,100
●学習期間：3ヶ月
●添削回数：1回

●主な教材：
　①教科書〔１冊〕
　②問題集〔１冊〕
　③実力判定テスト〔１回〕●コースの特徴

Web通信J14

Web通信

午前Ⅱ、午後Ⅰ・Ⅱ試験の対策コースです。午後Ⅰ対策は、「項目ごとに説明→午前Ⅱの
過去問で知識確認→午後Ⅰの過去問で解答練習」と段階的に学習できる構成にし
ています。午後Ⅱ対策は問題演習を通じて解答力を身につけます。

●法人価格：￥48,350
●学習期間：5ヶ月※1

●添削回数：3回

●主な教材：
　①テキスト〔1冊〕 ②演習ドリル〔1冊〕
　③ミニテスト〔1冊〕 ④過去問題集〔１冊〕
　⑤模擬試験 ⑥質問用紙

●コースの特徴

J10 丁寧な講義映像つき！ 情報処理安全確保支援士 午前Ⅰ免除者コース

Web通信

午前Ⅰ～午後Ⅱ試験の対策まで網羅したコースです。応用情報技術者の午前試験
の知識レベルから学習をしていきます。

●法人価格：￥67,740
●学習期間：5ヶ月※1

●添削回数：3回

●主な教材：
　①テキスト〔２冊〕 ②演習ドリル〔２冊〕
　③ミニテスト〔２冊〕 ④過去問題集〔１冊〕
　⑤模擬試験 ⑥質問用紙

●コースの特徴

J9 丁寧な講義映像つき！ 情報処理安全確保支援士 総合本コース

午前Ⅱの知識確認から、午後試験の重要テーマ解説、またテーマにあわせた過去
問題を用いての理解度チェックを行います。最後に、本試験と同形式の模擬試験
が付いていますので、試験直前に最適なコースです。

●法人価格：￥19,000※2
●学習期間：2ヶ月※1

●添削回数：1回

●主な教材： 
　①ポイント講義用まとめノート〔１冊〕
　②過去問題集〔１冊〕
　③模擬試験

●コースの特徴

　Web通信または集合研修J11 試験直前に重点補強！ 情報処理安全確保支援士 直前対策講座

Web通信

午後Ⅰ・Ⅱ試験の対策コースです。午後Ⅰ対策は、「項目ごとに説明→午前Ⅱの過去問
で知識確認→午後Ⅰの過去問で解答練習」と段階的に学習できる構成にしていま
す。午後Ⅱ対策は問題演習を通じて解答力を身につけます。

●法人価格：￥30,870
●学習期間：5ヶ月※1

●添削回数：3回

●主な教材：
　①テキスト〔1冊〕 ②演習ドリル〔1冊〕
　③ミニテスト〔1冊〕 ④過去問題集〔１冊〕
　⑤模擬試験 ⑥質問用紙

●コースの特徴

J12 丁寧な講義映像つき！ ネットワークスペシャリスト 午前Ⅰ免除者コース

Web通信

午後Ⅰ・Ⅱ試験の対策コースです。午後Ⅰ対策は、「項目ごとに説明→午前Ⅱの過去問
で知識確認→午後Ⅰの過去問で解答練習」と段階的に学習できる構成にしていま
す。午後Ⅱ対策は問題演習を通じて解答力を身につけます。

●法人価格：￥30,870
●学習期間：5ヶ月※1

●添削回数：3回

●主な教材：
　①テキスト〔1冊〕 ②演習ドリル〔1冊〕
　③ミニテスト〔1冊〕 ④過去問題集〔１冊〕
　⑤模擬試験 ⑥質問用紙

●コースの特徴

J13 丁寧な講義映像つき！ データベースペシャリスト 午前Ⅰ免除者コース

には講義映像がついています。Web通信

には講義映像がついています。Web通信

注　目

初学者のための Python入門
Python(パイソン)の基礎から、Python3 エンジニア認定基礎試験の合格レ
ベルまで、ご要望に応じて到達目標と学習時間のカスタマイズが可能です。

●法人価格：ご要望に応じてお見積りいたします
●学習期間：1～３日間

●主な教材：

教材は、研修内容によって
異なります。詳細はお問い
合わせください。●コースの特徴

集合研修J15

資料通信 資料通信で合格を目指す！ 応用情報技術者 午前試験＋午後試験対策
基本情報技術者試験に合格レベルの方で、応用情報技術者試験の合格をめざす
方にとって、無理なく学習できる内容です。

●法人価格：￥38,710
●学習期間：4ヶ月※1

●添削回数：4回

●主な教材：
　①テキスト〔１冊〕  ②問題集〔１冊〕
　③テキスト＆ドリル〔３冊〕 
　④ミニテスト〔２冊〕
　⑤直前模試〔２回〕  ⑥公開模試〔１回〕
　

●コースの特徴

J7


